
８月カレンダー           ・・・講座の予定を確認ください・・・ 

みなさまからの情報を 

楽しみにしております 
 

◆○○講座を受講して。。。 

◆季節の俳句・写真 

◆身近なニュース など 
原稿〆切：毎月 20 日→翌月号に掲載します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この悠游たよりは 

広報担当が編集・印刷しています 

みみより情報 >>> もう認定証は手に入れましたか？ 

新居浜のご当地検定 

とっておきの新居浜検定（初級） 

第 2 回： 8 月２３日（土）受付期限 8 月 8 日 

第 3 回：11 月  １日（土）受付期限 10 月 15 日 

 

 

日 曜 講座名 内容 会場 時刻 

２ 土 

出前講座・こども広場 「電子工作」 現 １０：００ 

新居浜高専市民講座 
「わかっているようでわかっていない 
確率のはなし」 

高 １０：００ 

マネーライフナビ 「株式投資の基礎知識（その２）」 セ 
１１：００ 
１４：００ 

文章教室 「作品合評」 図 １３：３０ 

５ 火 にいはま若者塾 「新居浜の産業活動を学ぼう」 セ １０：００ 

６ 水 
懐かしの心の唄講座 「懐かしの歌を歌いましょう」 ウィ １０：００ 

雑談しま専科 「にいはまの台所事情」 セ １０：００ 

８ 金 にいはま若者塾 「知的財産って何だろう？」 セ １０：００ 

１１ 月 にいはま若者塾 「地域産業の工場見学」 現 １０：００ 

１３ 水 にいはま若者塾 「まちづくり活動 知ってますか?」 現 １０：００ 

２０ 水 懐かしの心の唄講座 「懐かしの歌を歌いましょう」 ウィ １０：００ 

２３ 土 
新居浜高専 ものづくり講座 「古代のロマン！青銅鏡を造ろう!!」 高(実験室) １０：００ 

松山大学公開講座 「ラテンアメリカの経済と社会」 セ １４：００ 

２６ 火 
「へんろ道指南」と歩む 「東予のへんろ道やへんろ石について」① 文(視聴覚) １０：００ 

わが街の産業遺産 「銅
や

山人
ま び と

の詩
うた

②」 セ １０：００ 

３０ 土 
新居浜高専市民講座 「エンデ『モモ』を読む」 高 １０：００ 

国際交流講座 「英語の国からコンニチハ！」 セ １０：００ 

こんなときには・・・事前に必ずご連絡を!! 

＊欠席します 

＊聴講生として参加したい 

連絡先 >>> ３３－２９９１ 生涯学習センター 

上記凡例説明。。。☆印は変更、※は講座最終回 

会 場  

（セ）生涯学習センター研修室 （文）文化センター 

（高）新居浜高専 （振）文化振興会館 （現）現地 

（図）別子銅山記念図書館（ウィ）ウィメンズプラザ 

  



■川東中学校の生徒さんが 

職場体験学習に来てくれました☆★☆ ７月８～１０日 

 
２年生３名が大変熱心に参加され、幼児
から熟年高齢者まで、それぞれの世代の
「学び」が展開されました。まさに生涯学
習センターにふさわしい情景でした。中
学生のみなさんお疲れ様でした。そし
て、ありがとうございました。 
 

(写真右端２番目より。。。 

岩崎秀介さん、旦野翼さん、近藤彩水さん) 

 

市役所内の銀行へ 

入金の手続き  → 

 

 

 

 

 

 

 
金栄小学校へ     

← 出前講座      

 

 

 

 
市役所地下 

食堂で昼食→ 

 

 

活動レポートより抜粋 
◆生涯学習について全然知らな

かったが、一生学ぼうと考えてい

るところがすごいと思った。 

◆仕事は簡単だと思っていたが、

やってみると結構大変。 

◆生涯学習センターは人と触れ

合う事が多いので人との接し方

や礼儀なども学べてよかった。 

◆市役所見学では、知らない課

や普段は入れない議場にも入れ

てよかった。 

◆将来、今回の職場体験は大き

な支えになると思います。 

◆生涯学習大学で働きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動のレポートには体験活動前後での心境

の変化などがびっしり綴られていました。  
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■講座レポート： 

旅行のための基礎英会話 7 月３日 無事に修了 

 
お礼の花束とともに 

(講師コメント) 

・今回は「旅行に役立つ基礎英会話」とテーマを絞

ったことで、より実践的な内容になり、受講生の皆

さんの関心、意欲も高いと感じました。大変楽しく、

やりがいのある講座でした。ありがとうございまし

た。 

 
(受講生コメントを総合すると。。。) 

バーバラ先生の授業は笑いがあり、毎回本当に楽し

い！８回の講座はあっという間で、まだまだレッス

ンを受けたいです。 

ほかにもたくさん感想をいただきましたので、ご紹介します（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

～～～ はじまります!! ～～～ 

 国際交流講座。。。受講料 ４回 １０００円 （聴講券１回 ３００円） 

  初回は８月３０日(土)１０：００～ 
  ・アメリカ シアトル出身の Miss Ashley による、英語でのお話(通訳付) 

生の English を体験してみませんか？ 
     

 

ご覧いただいてますか？？ 

ケーブルテレビ番組表 ハートネットワーク 21 チャンネル 

☆今月放映開始予定の収録講座です。ぜひごらんください☆ 

日 付 開始時間 講 座 名（収録日） テ ー マ 

8月 5日 ２２：００ 懐かしの心の唄講座（7/2） 懐かしの歌を歌いましょう 

8月 6日 １８：００ 旅行のための基礎英会話（7/3） まっすぐ行ってください ほか 

8月 6日 ２０：００ みんなの健康・体（7/3） 和太鼓にチャレンジ-ソーラン節- 

8月 19日 １４：００ 懐かしの心の唄講座（7/16） 懐かしの歌を歌いましょう 

8月 19日 １６：００ みんなの健康・体（7/17） 和太鼓にチャレンジ（２） 

8月 25日 ２１：００ へんろ道指南と歩む（7/22） 中予 

8月 26日 １６：００ わが街の産業遺産（7/25） 産業遺産来歴アラカルト 

8月 30日 １８：００ わが街の産業遺産（７/30） 銅山人の詩 

8月 30日 ２０：００ 多喜浜塩田の歴史と文化（７/22） 塩づくりに携わった人々 
 



 

 

◆緊急メッセージ：熱中症にご用心 

「夏は熱中症が多発する季節です。早めの水分補給を心がけて」 
 

◎強い日差しが照りつけ、気温が上がっている今日この頃、皆様お変わりありませ

んか？きちんと水分補給できていますか？ 

 あまり感じないかもしれませんが、普段の生活や、寝ているだけでも体の中の水

分は外へ出ています。「のどが渇いたなぁ～」と思ったときにはすでに遅いといわれ

ています。日頃から水分を多めに摂ることで暑さのストレスに強くなります。自分

に合うタイミングを見つけ、こまめに(1 回に 200ml 以下)時間をかけて飲むようにし

てみてください 

・・・新居浜高専 一般教養科准教授 今城 英二 「みんなの健康・体を健やかに」初回講師 

 

◆ピンホールカメラを作ってみました。。。  神野 裕之さん 

 
（カメラ本体：神野さん製作） 

 
（↑上のカメラで撮影した写真①：ポジ） 

空き缶を利用した手作りのカメラが誰でも簡

単に作れます。 

写真は県総合科学博物館の科学クラブで作っ

たカメラとそのカメラで写した写真です。撮影

のコツなどは何度か繰り返すことでつかめる

ようになるでしょう。 

材料や作り方はかはく（総合科学博物館）のホ

ームページに図解入りで掲載されています。 

興味がありましたら是非チャレンジしてくだ

さい。  

県総合科学博物館ホームページ 

www.sci-museum.niihama.ehime.jp 
（友の会のご案内 

－科学クラブ内） 

 

 

 

 

 

 

 

（← 写真②：ネガ）    

コットン通信 -綿花栽培日記-          

綿苗に支柱たてゐる炎天下 （静子） 

七夕の日、少し背が伸びかけた苗に支柱を立てました。70ｃｍにな

るまでには適芯します。。7月 22日現在、第 1 号の花が咲きました。

みなさんのコットンはいかがですか？ 

http://www.city.niihama.lg.jp/（市役所 HP）⇒[市民部]⇒[生涯学習大学]） 
 

 


